
ご予約：06-6626-6800

個性とユーモアあふれる講師陣により"ハタヨガ"をベースに、定番の流派～様々なイベントクラスも開講しています♪

マタニティさんが参加（条件あり）できるクラスもあります。M P

月　Mon. 火　Tue. 水　Wed. 木　Thu. 金　Fri. 土　Sat. 日　Sun.

2022年 2月分
A スタジオ Aスタジオ Aスタジオ Aスタジオ Aスタジオ Aスタジオ Aスタジオ

…ついているクラスは、マタニティの方もご参加いただけます。
…ヨガ・ピラティス6ヶ月以上の経験者のみマタニティの方も
　ご参加いただけます。
　※ママヨガを除く全てのクラスは男女混合となります。

★ゆっくり　★★程よく動く　★★★しっかり動く
…ヨガ・ピラティス未経験の方にもオススメ♪

妊婦さん参加時の注意事項
①専門医（担当医師）から運動許可が出ていること
②ご家族の同意が得られること
③安定期に入っていること。(妊娠16週以降)
④臨月の方はご参加いただけません。

※祝日は、スケジュールが変更になる場合がございますのであらかじめ
　ご了承下さい。
※都合により代行・変更になる場合は、毎月15日にスタジオ内 または、
　ホームページにアップしますので各自ご確認頂ますようお願い申し上げます。
※ご予約をキャンセルされる場合は、必ず前日までに手続きをお願い致します。 yogaviolatricolor

インスタグラム フォローしてね！
Youtubeチャンネル

登録してね！

10：30-11：30（60分）
　　Morning aroma yoga
　　masako 先生

10：30-11：30（60分）
 モーニングリフレッシュヨガ
 二軒谷宏美 先生

12：00-13：00（60分）
 姿勢美人ピラティス
 Misa 先生

18：15-19：15（60分）
 身体スッキリyoga
 kayo 先生

16：30-17：30（60分）
　　  (2/7・21・28)
　　  英語deキッズヨガ(月謝制)
 (小学1～4年生)
 みか 先生

10：30-11：30（60分）
 ヨガの基礎
 YUMI 先生

13：30～14：45（75分）
 ベーシックフローヨガ
 Miyuki 先生

12：00-13：00（60分）
 心と身体の
 リフレッシュヨガ
 Natsuki 先生

10：30-11：30（60分）
 (第1.3.5週目)
 ピラティスの基礎
 菊川由美子 先生

13：30-14：45（75分）
 ヴィンヤサヨガ
 マンスフィールド志歩先生

18：15-19：15（60分）
 ハタフローヨガ
 Mami 先生

10：30-11：30（60分）
 ピラティスベーシック
 Misa 先生

12：00-13：00（60分）
 ハタフロー
 マンスフィールド 志歩 先生

18：15-19：15（60分）
 リフレッシュヨガ&瞑想
 mikalino 先生

12：00-13：00（60分）
 カラダを整えるピラティス
 宮土 美佳 先生

10：30-11：30（60分）
 スタイルアップピラティス
 菊川由美子 先生

12：00-13：00（60分）
 オールレベル・ピラティス
 辻川 容子 先生

★★

14：00-15：00（60分）
　　 デトックスフローヨガ
　　  natsumi先生　　  

14：00-15：00（60分）
 リラックスフローヨガ
 Yumiko 先生

10：30-11：30（60分）
 (第1.4週目)
 心柔らかヨガ～筋調整ヨガ～
 利佳 先生

10：30-11：30（60分）
　　  (第2.3週目)
 マインドフルネス
　　　　ヴィンヤサヨガ
 マンスフィールド志歩 先生

★★～★★★

★★

★～★★ M

12：00-13：15（75分）
 経絡ヨガ
 reiko 先生

★

★★

★★

★～★★ M

★～★★ M

★ M

★

★★

★★

★★ M

★★

★

★★

M

13：30-14：45（75分）
　　  スッキリしなやか骨盤調整ヨガ
 naomi先生

12：00-13：00（60分）
 血流UPピラティス
 朝井順子 先生

★～★★

19：45～20：45（60分）
 週末リセットヨガ
 AKARI 先生

★〜★★

★～★★

 (第2.4週目) 
 季節のハタヨガ
 Mayuko先生

★～★★

★ M

★ M

★～★★ M

★～★★ M

15：30～16：30（60分）
 (第2.4週目)
 bodymakeピラティス
 TOMO 先生 ★★

19：45-20：45（60分）
 ナイトキャンドルヨガ
 二軒谷宏美 先生 ★

18：30-19：45（75分）※時間変更
 (第1.3.5週)
 むくみ解消ヨガ

 (第2.4週)
 骨盤調整ヨガ
 ヒトミ 先生

★★

★★

★～★★ M

18：15-19：15（60分）
 テニスボールでほぐして
 からピラティス
 宮土美佳 先生

19：45-20：45（60分）
 グッドナイトストレッチ
 宮土美佳 先生

★ M

19：45-20：45（60分）
 フローピラティス
 菊川由美子 先生

★～★★

New!



2022 年
2 月 レッスンチケット 1枚（フリーパスも可）でご受講いただけます♪

天王寺あべのスタジオ 特別レッスンのご案内

Misa 先生 
「『美しいボディラインをつくる』ピラティスで筋力トレーニング！～背中～」（運動量★★　初心者 OK）
2/1（火）13：30 ～14：30
体重を落としてもボディラインが整わないのはなぜ？加齢や運動不足による筋力の衰えが大きな要因ですが、間違ったアライメントでの動きの
反復等も理想のラインから遠ざかる原因となります。今回、3回それぞれターゲットとなる部位を決めてレッスンを行います。
目的の場所へ確実に効かせるエクササイズで理想のボディラインを目指します。

遠藤光恵 先生 
「心を整える～座位のポーズとプラナヤーマ～」
（運動量★　初心者 OK　経験者のみマタニティOK）
2/14（月）16:15 ～17:15
座位のポーズで身体を整えて坐る準備をします。
その後、心静かにプラーナヤーマをしましょう。

二軒谷宏美 先生 
「二の腕シェイプヨガ」（運動量★～★★　初心者OK）
2/19（土）15:30 ～16:45
ヨガのポーズで的確に二の腕を使う為には、関節の使い方
を正しく理解する事が大切です。
ポーズをしっかりと効かせながら、アームバランスにもチャ
レンジしてみましょう。

寺田千佳 先生 
「背骨を本気で考えるピラティス」（運動量★★　初心者 OK　マタニティOK）
2/27（日）15：30 ～16：45
全ての背骨の動きや使い方を、本気で意識するレッスン！
皆様の背骨への愛着が変わるかも⁈

麻生=maki= 先生
「しなやか Bodymake Yoga【体幹編】」（運動量★★　初心者 OK）
2/13（日）15：30 ～16：45
鍛えるだけでは手に入らないしなやかな身体
筋肉の疲労回復を行い、柔らかく筋肉を使う
前半ボールを使ったりセルフリリースを行い、後半流れるように動いていきます。
体幹編では背骨にフォーカスしながらダイナミックに動かす時ほど楽に体が動かせるように♪キーワードは○○の位置♪

YUKI 先生
「股関節の調子をよくするセルフケアピラティス」
（運動量★　初心者 OK　マタニティOK）
2/17（木）15：15 ～16：30
毎月テーマを決めて、身体の調子がよくなるセルフケアをし
ましょう。自分の不調に気づき、ケアできるようになれば
軽やかな日常生活を送ることができます。
どなたでもご参加いただけます。

マンスフィールド志歩 先生
「中上級アサナにチャレンジしよう！Inversion ～ピンチャーマユラーサ～」（運動量★★★　初心者 OK）
2/2（水）15：15 ～16：15
いつかはやってみたい、私にはできないと思っていませんか？
大人になるとなにかと言い訳をつけてチャレンジしないことを選びがち。
けれど、チャレンジすることで今まで見えなかったものが見えてきたり、ベーシックアサナの質が変わります。
そして今回はできるだけ力まず正しい骨格でアサナを取っていきます。

Ayako 先生 
「冬にぴったりなヨガ」（運動量★～★★　初心者 OK）
2/6（日）15:30 ～16:45
冬、特にケアしたい事を意識しながら、身体を動かすクラ
スです。2月は初春に向けて、生活に取り入れられる、
過ごし方等もお話します。
自然の摂理に従い、季節にあった過ごし方で、身体•心を
健やかに整えていきましょう。

朝井順子 先生
「バランス力アップ！ピラティス～体幹～」
（運動量★～★★　初心者 OK）
2/20（日）15：30 ～16：45
立ってみましょう。ちゃんと立てていますよね。
ですが、片脚になった場合、急にバランスを崩しませんか？
今回、３回に渡りそれぞれに焦点を当て基本的なピラティスの
エクササイズを交えながらキチンと使えるようにしていきます。

Natsuki 先生 
「股関節周りを整えるヨガ」
（運動量★～★★　初心者OK　経験者のみマタニティOK）
2/25（金）13：30 ～14：45
股関節周りの安全性を考慮しながら、快適に動かせるよう
に、また柔軟性を高めていきましょう！ 


